◆◇◆お問い合せ◆◇◆

ATCA NEWS vol.115
Aomori Tourism & Convention Association

社団法人 青森観光コンベンション協会

平成23年1月号

〒038-0012 青森市柳川1-4-1
青森港旅客船ターミナルビル２F
TEL.017-723-7211 FAX.017-723-7215

青森市文化観光交流施設

●ねぶたの家 ワ・ラッセ
〒030-0803 青森市安方１－１－１
TEL 017-752-1311
HP:http://www.nebuta.jp/warasse/
●癒しダイニングNEBUTA TEL 017-777-2244
●青森ふるさとショップ アイモリー
TEL 017-752-6228

ＪＲ青森駅より徒歩１分のウォーターフロントエリアに「青森市文化
観光交流施設 ねぶたの家 ワ・ラッセ」がオープンいたします。
街の発展を見届けてきたねぶた祭の歴史や魅力を余すことなく紹介し、
ねぶたのすべてを１年を通じて体感することができる”夢の空間”です。
実際にねぶた祭で運行された大型ねぶた５台を展示するほか、制作過
程を詳細に紹介。また、固定座席１８０席のイベントホールやさまざま
な用途に対応した多目的室、会議・大会・講習会等に利用できる交流学

習室など、貸室の利用も受付中です。
そのほか県産食材を活かした料理を提供するカフェ・レス
トラン「癒しダイニングＮＥＢＵＴＡ」と、ねぶたグッズや
青森の物産・工芸品を販売する「青森ふるさとショップ ア
イモリー」も併設しています。
１月５日（水）はオープニングセレモニーのほか、ホット
アップルサイダー・もちつき・鍋のふるまい（いずれも先
着）、ねぶた囃子演奏＆ハネト体験、ＯＰＥＮ記念品プレゼ
ントの配布を行います。
詳しくはワ・ラッセHP（http://www.nebuta.jp/warasse/)を
ご覧ください。

バス専用

ぜひ遊びに
来てね！

東北新幹線新青森駅の開業に伴い、１２月４日（土）から新青森駅舎内において「青森おもてなし隊」が始動しました。
新青森駅を利用されるお客様をあたたかくお迎えし、お客様の目的にあわせた簡単なご案内を行うとともに、１Ｆの
旬味館イベント広場において１日４回「津軽弁講座」や「青森の歴史・民話」を語り聞かせています。
毎日１０：００～１６：００までの間、平成２３年３月３１日（木）まで活動いたします。
2010年 １２月４日

東北新幹線新青森駅開業！

日本で唯一の総合コンベンションイベント
１２月７日（火）・８日（水）に東京国際フォーラムで「第２０回国際ミーティング・エ
キスポ（ＩＭＥ２０１０）」が開催されました。当協会では青森県観光連盟、弘前・八
戸・むつのコンベンション協会とともに、青森県内でのコンベンション開催件数の
増加を目指し、大会主催者・関係者
青森観光コンベンション
に青森県での大会開催を呼びかけ
協会 事務局より
ました。
本年も当協会の事業活動にご支援・ご
協力いただき、誠にありがとうございま
した。
当協会は１２月２９日（水）～１月３
日（月）まで年末年始のお休みとさせて
いただきます。
新年は１月４日（火）より業務を開始
いたします。
なお、青森市観光交流情報センター、
あおもり観光情報センターは年末年始も
休まず営業いたします。
来年もよろしくお願いいたします。
皆様、良いお年をお迎えくださいませ。

函館港・金森赤レンガ倉庫群で開催中の
『はこだてクリスマスファンタジー』において、１２
月１２日（日）「青森観光ＤＡＹ」と題し東北新
幹線新青森駅開業や「ねぶたの家 ワ・ラッ
セ」のオープンなど、青森のＰＲを行ってきました。
巨大クリスマスツリー前の特設ステージでは、
ミスねぶたグランプリや地元の幼稚園児によるク
リスマスツリー点灯式や青森ねぶた凱立会の
囃子演奏と園児たちのハネト体験などが行わ
れ、たくさんの人で賑っていました。
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1/11

教員研修会

10：00～

1/18

青森市女性会議連絡会３０周年記念式典・講演会

10：30～

2/3

全国商工会議所観光振興大会2010inあおもり

13：30～

1,000 青森市文化会館

青森商工会議所

2/3

全国商工会議所観光振興大会in青森交流会

18：30～

1,000 ホテル青森

青森県商工会議所連合会

2/9・10

第64回北日本病害虫研究発表会

開催日

イベント名

10/9～1/10 スタジオジブリ・レイアウト展
12/4～3/21 東北新幹線全線開業記念 冬のコレクション展
12/11～1/23

1/5～28
1/8・9

あおもり国際版画トリエンナーレ2010
階段ギャラリー 「うたに咲く花とほほえみ」

- アウガ5F AV多機能ホール 青森市私立幼稚園協会
-

9：15～

時間

男女共同参画プラザ「カダール」 男女共同参画プラザ「カダール」

- 青森市民ホール

会場

参加人数

第64回北日本病害虫研究発表会

主催・問い合わせ

9：30～

- 青森県立美術館

9：30～

- 青森県立美術館

青森県立美術館

- 国際芸術センター青森

あおもり国際版画トリエン ナーレ2010実行委員会

- 働く女性の家「アコール」

働く女性の家「アコール」

- 青森コロナワールド

みちのくリサイクル運動市民の会

10：00～
9：00～

青森放送・東奥日報社

フリーマーケットｉｎ青森コロナワールド

11：00～

平成22年度 青森市成人式

12：00～

2000 青森市文化会館

平成22年度青森市成人式実行委員会

1/10

第32回親善芸能大会 災害遺児募金チャリティー

10：30～

1000 青森市文化会館

青森市婦人団体連絡協議会

1/12

命を大切にする心を育む同世代応援メッセージ大会

13：30～

- 青森市民ホール

青森県青少年男女共同参画課

1/15

第10回ハンセン病問題に関するシンポジウム

13：30～

- 青森市民ホール

人権フォーラム実行委員会

- 青森県近代文学館

青森県近代文学館

1/9

1/15～3/13 新収蔵資料展 蘭繫之の世界

9：00～

1/18・2/1 サークル体験講座「ちりめんでつくるおひなさま」

9：30～

20 働く女性の家「アコール」

働く女性の家「アコール」

1/21

カダールプラザ１０周年記念式典・オープニング「おしゃべりコ
ンサート」

13：30～

1/22

映像の日 映画を無料で鑑賞 「第三の男」

14：30～

1/22

2010 50ｔｈ ACC CM FESTIVAL入賞作品発表会

13：30～

- 青森市民ホール

青森放送

青森市小・中学校美術展

10：00～

- 青森市民美術展示館

青森市小学校教育研究会図画工作科研究部会

ご入学おめでとう大会

13：00～

1/26～30
1/30
2/1～26

階段ギャラリー 「津軽の女性（ひと）の手仕事 ～こぎん刺し
と裂織～」

- 男女共同参画プラザ「カダール」 男女共同参画プラザ「カダール」
40 国際芸術センター青森

2000 青森市文化会館

9：00～

国際芸術センター青森

東奥日報社

- 働く女性の家「アコール」

働く女性の家「アコール」

2/5

第32回ＮＨＫ東北民謡コンクール青森県大会予選会

13：30～

- 青森市民ホール

ＮＨＫ青森放送局

2/6

第32回ＮＨＫ東北民謡コンクール青森県大会

14：00～

- 青森市民ホール

ＮＨＫ青森放送局

2/11

第29回青森幼児音楽発表会

10：50～

- 青森市民ホール

青森幼児音楽研究会

2/11

海上自衛隊大湊音楽会 第33回定期演奏会

14：00～

2,000 青森市文化会館

2/12・13
2/23

第33回青森冬まつり

9：00～

平成22年度寿大学・寿大学院・女性大学・女性大学院合同
卒業式・終了式

13：30～

- 合浦公園
1,500 青森市文化会館

海上自衛隊大湊地方総監部
市経済部観光課
青森市教育委員会事務局

■平成22年12月20日現在の情報です。都合により変更となる場合もありますので、ご了承ください。
■ひとつでも多くのコンベンションを支援していきたいと思いますので、情報がございましたらお早めにご連絡くださいますようお願い致します。
開催日

大会名

時間

参加人数

会場

主催・問い合わせ

